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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  かるたを活用した観光誘客推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  東京都府中市、福井県あわら市並びに滋賀県大津市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  東京都府中市、福井県あわら市並びに滋賀県大津市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

  大津市・あわら市・府中市はともに競技かるたの盛んな地域であり、か

つ、人気コミックで映画化にもなった『ちはやふる』の舞台でもあること

から、平成28年度において地方創生加速化交付金を活用し、広域連携での

観光誘客の取組みを行ってきたが、まだまだ連携した取組みが充分ではな

かった。前年度実施事業を踏まえ、３市の魅力を高め、より多くのかるた

愛好家や『ちはやふる』ファンをターゲットにした、観光客を誘客するた

めにも、更なる事業連携を深め、効果的でかつ継続可能な取組みを図るこ

とが必要である。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

  大津市・あわら市・府中市では、競技かるたが大変盛んな地域であり、全

国から選手が出場する大会も開催されている。なお、競技かるた大会は、台

湾、タイ、フランス、アメリカなどの国外でも盛んに行われており、競技人

口は、全世界で 100 万人と言われている。また、国内では、小学校学習指導

要領・国語科において伝統的な言語文化の学習が設けられ、かるたを用いた

授業が全国的に導入されている。さらには、競技かるたを題材としたコミッ

ク『ちはやふる』の人気もあり、若年層～中年層を対象にかるたに触れる機

会が増え、身近なものになっている。このように国内外において、広がりを

見せているかるたを活用した観光プロモーションの取組みは、広域連携によ

る観光コンテンツの充実を図る中で、３市へ観光誘客を促進していく。そし

て、将来的にかるたと各市それぞれが持つ街の魅力を結びつけ観光コンテン
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ツの広がりを見せることで、地域への誇りと愛着を醸成し、地域の稼ぐこと

のできる力を生み出していく観光地域づくりを目指していく。 

 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H29 年度 

増加分 

１年目 

H30 年度 

増加分 

２年目 

H31 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加分の

累計 

大津市内での観光消費

額（億円/年） 
1,473 16 66 72 154 

あわら市オリジナルち

はやふる関連グッズお

よび宿泊プランなどの

総 売 上

( 万 円 ／ 年 ) 

500 200 200 100 500 

府中市総宿泊者数 

（万人/年） 
10 0.5 0.5 0.5 1.5 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

  ３市は、競技かるたの隆盛地であり、競技かるたを契機に全国から多く来

訪している。近年、競技かるたは国内外で広く親しまれ、これを題材とし

たコミックの人気もあり、若年層～中年層を対象にかるたに触れる機会が

増え、身近なものになっている。このように、広がりを見せているかるた

を活用し、３市へ観光誘客の促進を行うと共に、各市それぞれが持つかる

た以外の街の魅力にも結びつけ、観光資源の広がりを見せることで、地域

への誇りと愛着を醸成し、地域の稼ぐことのできる力を生み出していく観

光地域づくりを目指していく。 

      

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

   東京都府中市、福井県あわら市及び滋賀県大津市 

 

 ② 事業の名称：かるたを活用した観光誘客推進プロジェクト 

    

③ 事業の内容 

    大津市・あわら市・府中市では、コミック及び映画『ちはやふる』

において舞台となっていることから、ロケ地を観光に活用したロケ
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ツーリズムの観点で、コミックや映画の情報発信と共に各市が連携

した観光プロモーションを展開している。今後は、『ちはやふる』の

活用のみならず、かるたを主軸にした観光プロモーションを進め、

かるた協会や観光事業者、公共交通機関、関係企業、他分野の事業

者とも連携していく中で、民間事業者が自主的な継続可能なかるた

を活用した様々な取組みの実施へと繋げ、国内外からの観光誘客を

図っていく。 

 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

  かるたを活用した観光誘客推進業務では、情報発信ツールの構築

など基盤整備を行政が担い、各市の関係民間事業者の自主的な事業

展開が円滑にできるような仕組みを設けている。また、競技かるた

大会では、主催者が、行政からの財政的な支援に頼らない運営を行

っており、大会参加費や、企業からの協賛金などのサポート制度に

より大会運営を実施している。ただ、現段階では、かるたの振興が

主な目的となっているため、大会参加者向けの観光PRが充分ではな

かった。今後は行政を含む様々な分野の民間事業者が連携を深め、

大会参加者に向けた観光ＰＲを行っていくと共に、この３年におい

て、各関連団体が自主的にかるたを活用した観光誘客に継続的に取

組んでいける第一ステップが完了するものと見込んでいる。 

 

   【官民協働】 

各市の観光協会及びかるた協会、公共交通機関、商業施設、『ち

はやふる』関連企業、各市様々な分野の民間事業者、大津市、あわ

ら市、府中市が連携する中で、かるたを活用した観光誘客を目指し

、３市が「チームちはやふる」という組織を立ち上げ連携を深めな

がら事業の取組みを行っている。 

 

【政策間連携】 

  競技かるたは、文化振興や教育、観光または、それが題材となっ

たコミックや映画のサブカルチャーといった様々な要素が揃った稀

有な資源であり、これらを文化資産とし単なる文化財として継承す

るだけでなく、観光振興にも活用することで、地域活性を高めてい

く。また、商品開発を福祉施設（作業所）との連携をとることで、

福祉分野の振興にも繋げていく。 
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【地域間連携】 

  「チームちはやふる」として、競技かるたの隆盛地であり、コミ

ックや映画『ちはやふる』の舞台となった東京都府中市、福井県あ

わら市、滋賀県大津市で構成し、各市がそれぞれの観光協会やかる

た協会、観光事業者、他分野の事業者との連携を行いながら、地域

間の民間事業者が互いに連携できるような体制としている。これに

より、観光振興を図るとともに、各市の地域の活性化を高めること

につながっている。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H29 年度 

増加分 

１年目 

H30 年度 

増加分 

２年目 

H31 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加分の

累計 

大津市内での観光消費

額（億円/年） 
1,473 16 66 72 154 

あわら市オリジナルち

はやふる関連グッズお

よび宿泊プランなどの

総 売 上

( 万 円 ／ 年 ) 

500 200 200 100 500 

府中市総宿泊者数 

（万人/年） 
10 0.5 0.5 0.5 1.5 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

毎年度、３月末時点の KPIの達成状況を有識者会議において報告・

検証する。 

検証結果については，事業運営主体とも共有し，必要に応じて，

今後の事業経営方針や実施内容に反映させる。 

   

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費 62,420千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から、平成32年３月31日（３ヵ年度） 
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⑨ その他必要な事項 

    特になし 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該 当 な し  

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

     該 当 な し  

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から、平成32年３月31日 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

   毎年度、３月末時点の KPIの達成状況を有識者会議において報告・

検証する。 

検証結果については，事業運営主体とも共有し，必要に応じて，

今後の事業経営方針や実施内容に反映させる。 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H29 年度 

増加分 

１年目 

H30 年度 

増加分 

２年目 

H31 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加分の

累計 

大津市内での観光消費

額（億円/年） 
1,473 16 66 72 154 

あわら市オリジナルち

はやふる関連グッズお

よび宿泊プランなどの

総 売 上

( 万 円 ／ 年 ) 

500 200 200 100 500 

府中市総宿泊者数 

（万人/年） 
10 0.5 0.5 0.5 1.5 

 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 
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   検証結果は毎年度検証後、速やかにホームページ等で公表する。 


